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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第２四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年９月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年３月期第２四半期 42,274 2.1 3,251 1.6 2,587 △15.7 2,281 28.6

28年３月期第２四半期 41,406 4.8 3,201 1.3 3,070 △2.1 1,774 △10.3
(注) 包括利益 29年３月期第２四半期 730百万円(△53.8％) 28年３月期第２四半期 1,579百万円( △9.0％)
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

29年３月期第２四半期 198.51 －

28年３月期第２四半期 154.36 －
　

(注) 平成27年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しましたが、前連結会計年度の期首に当該株
式併合を実施したと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年３月期第２四半期 63,966 18,094 28.1

28年３月期 68,719 18,510 26.7
(参考) 自己資本 29年３月期第２四半期 17,970百万円 28年３月期 18,355百万円
　　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

28年３月期 － 2.00 － 25.00 －

29年３月期 － 25.00

29年３月期(予想) － 25.00 50.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

平成27年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施したため、平成28年３月期第２四半期末の１
株当たり配当金につきましては、当該株式併合前の実際の配当金の金額を記載し、平成28年３月期の年間配当金合計は
「－」として記載しております。

　

３．平成29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 80,000 1.2 3,500 2.3 2,300 △20.3 2,100 26.5 182.76
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年３月期２Ｑ 12,000,000株 28年３月期 12,000,000株

② 期末自己株式数 29年３月期２Ｑ 509,269株 28年３月期 508,014株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期２Ｑ 11,491,362株 28年３月期２Ｑ 11,495,621株
　

(注) 平成27年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しましたが、前連結会計年度の期首に当該
株式併合を実施したと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。

　

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
　この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示
時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての
注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】P.２「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧
ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境に改善は見られたものの、急速な円高による

企業収益の悪化や個人消費の伸び悩み等により、景気の先行きは予断を許さない状況が続いております。
　一方、海外におきましては、欧米など主要な先進国が牽引し、全体としては緩やかな回復基調となりましたが、
中国を始めとする新興国経済の減速傾向や英国のＥＵ離脱問題などに伴う世界経済の下振れ懸念もあり先行き不透
明感を強めつつ推移しました。
当社グループの属するスポーツ・レジャー用品等の業界においては、このような状況の中、世界各地での天候不

順の影響等も重なり、依然として足取りの重い状況が続いております。
このような市場環境の中、当社グループは、引き続き新製品開発や販売促進活動などに積極的に取り組んだ結果、

当第２四半期連結累計期間におきましては、連結売上高は422億７千４百万円（前年同四半期比2.1％増）となりま
した。利益面におきましては、営業利益は32億５千１百万円（前年同四半期比1.6％増）となりましたが、急激な円
高に伴う為替差損等が発生したことにより、経常利益は25億８千７百万円（前年同四半期比15.7％減）となりまし
た。一方、親会社株主に帰属する四半期純利益は不動産の売却による特別利益の計上等により、22億８千１百万円
（前年同四半期比28.6％増）となりました。

　
（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、売上債権や固定資産の減少等により前連結会計年度末に比べ47
億５千２百万円減少し、639億６千６百万円（前連結会計年度末は687億１千９百万円）となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益を計上しましたが、その一方で、為替換算調整勘定が減少したこ

と等により、前連結会計年度末に比べ４億１千５百万円減少し、180億９千４百万円（前連結会計年度末は185億１
千万円）となりました。

　
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年３月期の連結業績予想につきましては、平成28年５月13日に公表いたしました業績予想を修正しており
ます。修正の内容及び修正の理由につきましては、本日別途公表しております「業績予想の修正に関するお知ら
せ」をご参照ください。

　

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
該当事項はありません。

　
（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算
当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利

益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
　
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　会計方針の変更
　（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する
実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月
１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
　なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
　

（４）追加情報
　（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四
半期連結会計期間から適用しております。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,704 3,517

受取手形及び売掛金 12,069 10,617

商品及び製品 19,081 19,349

仕掛品 2,569 2,216

原材料及び貯蔵品 2,099 2,112

その他 2,950 2,259

貸倒引当金 △274 △203

流動資産合計 43,200 39,868

固定資産

有形固定資産

土地 5,285 4,751

その他（純額） 9,842 9,154

有形固定資産合計 15,128 13,905

無形固定資産

のれん 1,251 1,162

その他 1,148 1,273

無形固定資産合計 2,399 2,435

投資その他の資産

投資有価証券 4,871 4,434

その他 3,180 3,384

貸倒引当金 △62 △62

投資その他の資産合計 7,990 7,757

固定資産合計 25,519 24,098

資産合計 68,719 63,966
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,510 10,992

短期借入金 16,728 13,154

未払法人税等 446 202

売上割戻引当金 140 554

返品調整引当金 195 108

ポイント引当金 289 313

賞与引当金 628 684

役員賞与引当金 22 13

その他 3,711 3,646

流動負債合計 31,673 29,670

固定負債

長期借入金 10,944 8,655

役員退職慰労引当金 4 4

退職給付に係る負債 5,837 5,865

その他 1,748 1,675

固定負債合計 18,535 16,200

負債合計 50,208 45,871

純資産の部

株主資本

資本金 4,184 4,184

利益剰余金 12,352 13,505

自己株式 △859 △861

株主資本合計 15,677 16,828

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,208 1,905

繰延ヘッジ損益 △79 △107

土地再評価差額金 1,129 1,977

為替換算調整勘定 △530 △2,626

退職給付に係る調整累計額 △50 △6

その他の包括利益累計額合計 2,678 1,142

非支配株主持分 154 124

純資産合計 18,510 18,094

負債純資産合計 68,719 63,966
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 41,406 42,274

売上原価 25,889 26,276

売上総利益 15,517 15,998

販売費及び一般管理費 12,315 12,746

営業利益 3,201 3,251

営業外収益

受取利息 6 5

受取配当金 43 49

不動産賃貸料 74 49

為替差益 123 －

その他 193 174

営業外収益合計 441 279

営業外費用

支払利息 168 155

売上割引 217 203

訴訟関連費用 12 197

為替差損 － 315

その他 173 71

営業外費用合計 572 942

経常利益 3,070 2,587

特別利益

固定資産売却益 1 603

投資有価証券売却益 63 0

特別利益合計 65 603

特別損失

固定資産売却損 4 5

固定資産除却損 2 8

減損損失 197 －

その他 0 0

特別損失合計 204 13

税金等調整前四半期純利益 2,931 3,177

法人税、住民税及び事業税 1,152 893

四半期純利益 1,778 2,284

非支配株主に帰属する四半期純利益 4 2

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,774 2,281
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 1,778 2,284

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △65 △302

繰延ヘッジ損益 △48 △28

土地再評価差額金 1 848

為替換算調整勘定 12 △2,114

退職給付に係る調整額 △98 43

その他の包括利益合計 △199 △1,553

四半期包括利益 1,579 730

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,572 745

非支配株主に係る四半期包括利益 7 △15
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）

該当事項はありません。
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